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１	 設立年月日
 平成11年1月29日

２	 所在地
 〒413－0014
 静岡県熱海市渚町2020－36　親水公園渚デッキ
 株式会社　スパ・マリーナ熱海内
 ☎  0557－81－8840　  Fax  0557－81－8843
 ◎交通案内
 　・公共交通機関
 　　JR東海道本線　熱海駅下車　車で５分

３	 役職員の数
 会　長　鵜澤　精一（公益社団法人関東小型船安全協会副会長）
 副会長　長島　郁夫（沼津埠頭株式会社　代表取締役）
 副会長　佐藤　勝海（伊豆小型船安全協会副会長）
 その他役員　　13名（理事11名、監事2名）

４	 沿革・歴史等

５	 救難所・支所の数（令和元年7月1日現在）
 救難所：9か所　　支所：4か所
 救難所員数：227名

明治32年  3月20日 掛塚救難所設置（昭和14年までに廃止されているが、資料不明）
　　　　 12月  1日 掛塚救難所駒場支所設置（昭和14年12月19日廃止）
昭和  9年  2月28日 御前崎救難所設置
昭和14年12月19日 掛塚救難所設置
昭和16年  3月10日 沼津救難所設置（途中活動無し）
昭和51年  7月  8日 社団法人日本水難救済会 静岡救難所設置
　　　　 10月28日 社団法人日本水難救済会 清水救難所設置
昭和58年  3月15日 社団法人日本水難救済会 相良救難所設置
平成10年  4月  1日 社団法人日本水難救済会 ICS救難所設置
  及び熱海支所、伊東支所、下田支所（旧東伊豆支所）、西伊豆支所設置
　　　　 12月  8日 静岡県、静岡市、清水市、沼津市、浜松市、静岡県警、静岡気象台、県漁連、
  マリーナ、小型船舶安全協会支部等が参加し、地方海難救助団体の連絡会議を実施
平成11年  1月29日 上記を受け、新たな水難救済会として静岡地区水難救済会を設立
  事務所を清水市三保マリーナ内に置く
  清水救難所、静岡救難所、相良救難所、ICS救難所、沼津救難所設置
平成13年  3月27日 浜名湖救難所設置
平成21年  6月  5日 静岡救難所廃止
平成22年  4月17日 焼津救難所設置
平成26年  7月  5日 御前崎渚の交番救難所設置
平成28年  4月22日 静岡広域DRS（ダイビングレスキュー
  ステーション）救難所設置
令和 元年  6月22日 USPR掛川救難所設置
 　　 注） USPR：Union of Shizuoka Pwc-Rescueの略

７	 主な保有資器材
自動体外式除細動器（AED）3台、
ファイバーライト・グレードル(落水者救助器具)4台、
レスキュースレッド2台、ミニボート1隻、国際VHF無線機ハンディ
タイプ7台、潜水用ヘルメット10個、膨張式救命胴衣50着など

８	 保有救助船
各救難所の救助可能船舶等　22隻

９	 活動状況
（1）救助実績（平成30年度）
　　救助出動回数13回
　　出動所員数44名　出動船舶数10隻
　　救助人数　  8名　救助船舶数  2隻

（2）海難救助訓練等の実施状況（平成30年度）
　　下田海上保安部、熱海警察署、熱海消防署と合同津波・水難救助訓練（ICS救難所）
　　清水海上保安部、沼津警察署、沼津消防署と合同水難救助訓練（沼津救難所）
　　浜松市及び湖西市消防局との合同水難救助訓練（浜名湖救難所）
　　潜水訓練、伊東市水難救助訓練、ダイビング事故救助訓練（静岡広域DRS救難所）

10	主に力を入れている事業
（1）コミュニティFMラジオ局を活用した啓発活動
　 　伊豆地区は首都圏からのアクセスが良いためシーズン中には県外から多くのマリンレ

ジャー利用者が車で訪れ、水の事故が後を絶ちません。
　 　このような環境の下ICS救難所熱海支所では、平成27年4月から毎朝8：45～9：00

まで「マイマリン135」（FM熱海・湯河原）に海事関係者が生出演し海難防止に関する
情報等を継続して発信しています。

（2）青い羽根募金事業
　 　静岡県内に「青い羽根募金支援自販機」を13基設置。
　 　売上金の一部が青い羽根募金として寄付され、救助・訓練に必要な資機材の購入に充当

しています。
（3）海浜警戒
　 　静岡県内における水難事故の発生状況は、全国的にみても発生件数・事故者数ともに

上位に位置し、更なる水難事故防止対策として、シーズン中の海水浴場及び海上花火大
会等のイベント開催時は救助艇が出動し海上警備・警戒を実施しています。

（4）静岡県との災害応急対策に関する協定
　 　本会は、平成26年9月2日に「船舶による輸送等災害応急対策に関する協定」を静岡

県と締結し、業務要請を受けたときは、可能な限り必要とする業務を実施します。

レスキュー41〜地方水難救済会の現状（シリーズ⑩）

　水難救済を通じて社会的要請に的確に応えていくための取り組みとして水難救済への思いを同じく
する仲間において情報を交換し、意識の高揚を図るために平成27年（2015年）1月から「レスキュー
41〜地方水難救済会の現状」として地方組織について紹介を開始しております。
　今回は、静岡地区水難救済会及び島根県水難救済会を紹介いたします。

ICS救難所長を兼務している鵜澤会長

静岡地区水難救済会事務局が入居する株式会社スパ・マリーナ熱海

新設されたUSPR掛川救難所の開所式にて

静岡地区水難救済会

熱海市渚町親水公園に
設置された青い羽根募
金支援自販機

潜水訓練の実施
（静岡広域DRS救難所）

ファイバーライト・
グレードル（上）
国際VHF無線機ハ
ンディタイプ（右）

６	 地域の特性等
　静岡県の海岸線は約506㎞と長く、海岸景観と
優れた自然環境が残されています。伊豆半島沿岸

（約269㎞）は世界ジオパークに認定され自然豊か
な変化に富んだ海岸線を形成しており、ウバメガ
シ等の貴重な植物が点在しています。駿河湾沿岸

（約168㎞）や遠州灘沿岸（約69㎞）は三保松原など
に代表される白砂青松の海岸景観を形成し、砂浜
はアカウミガメやコアジサシ等の動植物の貴重な
生息・生育の場となっています。また、一年間の
平均気温は17℃で、とても暮らしやすく、日本一
の富士山や南アルプスなどの3,000ｍを超える高
い山と、天竜川・大井川などの一級河川や西には
浜名湖もあり豊かな自然に恵まれています。
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焼津・小川港より富士山を望む
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魚瀬秋鹿救難所

江津救難所

西郷救難所

浦郷救難所

海士救難所

浜田救難所

益田救難所

大田救難所
出雲救難所

美保関救難所
加賀救難所

恵曇救難所

島根県

鳥取県

隠岐

島根県水難救済会

１	 設立年月日
平成11年7月12日

２	 所在地
〒690－0011
島根県松江市東津田町1741－3
いきいきプラザ島根１階
公益財団法人　島根県消防協会内
☎  0852－21－2166
◎交通案内
・公共交通機関
　JR山陰線　松江駅下車　バス約15分

３	 役職員の数
会　長　岸　　　宏（漁業協同組合JFしまね代表理事会長）
副会長　松本　美夫（美保関救難所長）
副会長　平井　孝弥（出雲救難所長）
その他役員　　9名（理事7名、監事2名）

４	 沿革・歴史等

5	 救難所・支所の数（平成31年4月1日現在）
救難所：12か所　　支所：14か所
救難所員数：1,299名

6	 地域の特性等
　島根県は中国地方の北部にあり、東は鳥取県に接して京阪
神地方に通じ、西は山口県をはさんで九州地方に、南は中国
山地をへだてて広島県に接し、北は日本海に臨んでいます。
　また、島根半島の北方40～80㎞の海上には、島前、島後などから成る隠岐諸島があります。島根県の
海岸は、島根沿岸約562㎞、隠岐沿岸約464㎞で総延長は約1,026㎞に及び全国で10番目の長さです。島
根県の沖合には、対馬暖流が流れ、その間からわき出る深層水により、日本海随一の優良な漁場となって
います。また、中国山地から豊かな栄養分を運ぶ多くの清流と汽水湖は、鮎、しじみなどを育んでいます。

島根県水難救済会

島根県水難救済会の事務局が入居する「いきいきプラザ島根」

120年の長い歴史をもつ美保関救難所がある美保関漁港

7	 主な保有資器材
救命胴衣539着、救命浮環104個、
双眼鏡25個、携帯用拡声器21個、
強力ライト39個ほか

8	 保有救助船
救助船　400隻

9	 活動状況
　本会は、境、浜田海上保安部や隠岐海上保安署、地域の警察、
消防機関と連携を保ちながら民間海難救助機関として迅速な救助
活動にあたっている。

（1）救助実績（平成30年度）
　　救助出動回数　14回　出動所員数　延べ115名
　　出動船舶数　　35隻
　　救助人数　　　11名　救助船舶数　4隻

（2）海難救助訓練等の状況（平成30年度）
　　実地訓練　5回
　　（美保関、出雲救難所（4回））

10	主に力を入れている事業
（1）海難救助事業
　 　関係機関と連携し、安全かつ迅速な対応を図る

とともに、境、浜田海上保安部、隠岐海上保安署
の指導・協力の下に各種救助訓練を行い、救難所員の技術向上に努めている。

（2）青い羽根募金事業
　 　毎年7月～8月の「青い羽根募金強調期間」に積極的に募金活動を実施し、

青い羽根募金の趣旨に賛同していただいた自治体、企業、団体等から多大な
ご協力をいただいている。

　 　また、島根県内に設置した７台（平成31年4月1日現在）の「青い羽根募金支
援自販機」の売上金の一部が青い羽根募金として寄附されている。

（3）救難器具の整備
　 　救難体制の強化を図るため、救命胴衣、救命浮環等の整備・助成を行って

いる。
（4）島根県と災害応急対策に関する協定
　 　本会は、平成27年6月島根県と「船舶による輸送等災害応急対策に関する

協定」を締結。島根県から船舶による輸送等の業務要請を受けた時は、可能
な限り災害救助に必要な生活必需品の輸送、災害応急対策の実施のために必
要な資機材等の輸送業務等を実施する体制を整えている。

海難救助訓練で整列する出雲救難所の救助員

ゴムボートによる孤立者救助訓練

島根県港湾漁港建設協会に設置さ
れている青い羽根募金支援自販機

「義勇」の文字が刻まれた唯浦（出雲市
美保町）の「天狗岩」

縁結びの神・福の神として名高い出雲大社境内

明治31年  2月  1日 美保関救難所設置
  警察分署長が初代所長となる
明治39年  3月25日 浜田救難所設置
　　　　   4月  1日 日御碕救難所設置
　　　　   5月29日 浜田救難所津田支所設置
明治42年10月  2日 日御碕救難所杵築支所設置
大正12年  6月30日 江津救護所設置
昭和  4年  8月28日 西郷救難所設置
昭和  5年11月11日 西郷救難所浦郷支所設置
昭和  6年  7月  5日 温泉津救難所設置
昭和  9年  6月19日 杵築支所を大社支所に名称変更
昭和10年  7月  1日 社団法人帝国水難救済会島根県支部設立
昭和25年  4月10日 江津救護所を江津救難所に改称
昭和31年  4月  1日 知々井救難所、恵曇救難所、
  岡見救難所、飯浦救難所設置
　　　　   7月  1日 西郷救難所浦郷支所を浦郷救難所に改称
昭和32年10月  1日 平田市救難所、加賀救難所設置
  平田市救難所北浜支所、佐香支所設置
昭和36年  8月  5日 日御碕救難所大社支所を大社救難所に改称
  大社救難所に日御碕支所、鵜鷺支所設置
　　　　   8月  6日 日御碕救難所を支所に改称
昭和40年  3月23日 知々井救難所を海士救難所に名称変更
昭和41年  3月29日 布施救難所設置

平成11年  1月  4日 都万村救難所設置
　　　　   4月  1日 五箇村救難所、仁摩救難所設置
　　　　   7月12日 島根県水難救済会設立
　　　　   9月17日 大田救難所設置
平成13年  2月15日 多伎町救難所設置
　　　　   3月27日 浜田市救難所設置
平成15年  7月  8日 大田救難所に太田、和江、五十猛
  各支所を設置
平成16年  5月13日 浜田市救難所及び三隅町救難所を廃止
  し、浜田救難所設置
   中村、五箇村、都万村、布施各救難所

を廃止し、西郷救難所を設立、西郷救
難所に中村、五箇、都万、加茂支所を
再編

平成17年10月  1日 市町村合併により温泉津、仁摩救難所
  を大田救難所に統合
平成18年  7月  3日 魚瀬秋鹿救難所設置
平成19年  4月  1日  市町村合併により大社救難所、平田市

救難所及び多伎町救難所を出雲救難所
に再編し、出雲救難所に大社支所、日
御碕支所、鵜鷺支所、佐香支所、平田
支所、多伎支所、湖陵支所設置

火災船消火訓練の様子

漂流者救助訓練
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新設救難所の紹介 海難救助の拠点となる、新たな救難所が開設されています。
今回は、令和元年5月以降に設置された救難所をご紹介します。
なお、紹介文は、地方水難救済会の救難所からご提供いただきました。

■公益社団法人 琉球水難救済会
　「令和」がスタートした5月に観光地域の海洋レジャ－に対応した救難所2ヶ所がオ－プンしました。
　2つの救難所のうち、1つは日本最南端の地、波照間島の「波照間救難所」、もう一つは沖縄本島那覇市の唯一のビー
チ「波の上うみそら公園」波の上ビーチ内に設立された「三重城救難所」です。
　琉球水難救済会では海洋レジャ－に対応した救難所2ヶ所の開設が今後予定されており、更なる水難救済への活
躍が期待されています。

◆波照間救難所
令和元年5月11日設立　所長以下8名
所在地　　沖縄県八重山郡竹富町波照間131－1
　　　　　アストラはてるま内

　日本最南端の有人島である波照間島は、石垣島から
高速船で約90分、面積12.73平方㎞で人口約500名、
南十字星が好条件で観測できる島です。
　島の北側にある『ニシ浜』、延長1.5㎞の美しい砂浜、
前面はコバルトブル－の海となっており、あまりの美
しさ故に訪れた観光客は思い思いの場所で海を楽しん
でいます。
　ニシ浜の入り口には東屋、シャワー、トイレ完備の
建物が設置されていますが、海水浴客の監視所（監視
員）の配置はなく、度々、死亡事故が発生している箇
所です。
　このような不名誉な状況を看過出来ないとして、地
元でダイビング事業を営む玉城氏が中心となって救難
所の設置を要望し、この度の開設となりました。
　令和元年5月11日に行われた開設式には西大舛竹富
町長、花井石垣海上保安部長はじめ、地元の有志や多
くの関係者が参列し、波照間救難所の今後の活躍に期
待を寄せていました。
　救難組織の希薄な観光地域への開所で、水難事故発
生時の体制を構築することができ、地域の安心安全に
期待も寄せられています。

◆三重城救難所
令和元年5月29日設立　所長以下10名
所在地　　沖縄県那覇市辻3－3－1
　　　　　波の上うみそら公園管理事務所内

　沖縄県の海の玄関口・那覇港、近年は大型クルー
ズ客船が頻繁に入港し、中国人、台湾人を中心と
したアジアの観光客が訪れており、市内は連日観
光客で賑わいをみせています。
　大型クルーズ客船専用バ－スに隣接する場所に、
那覇市唯一のビーチである「波の上ビーチ」や海
浜公園からなる「波の上うみそら公園」があり、
同公園の委託管理を受けている「ナハ・シー・パ
ラダイス共同企業体」が三重城救難所を運営する
こととなりました。
　令和元年5月29日に行われた開所式には川口那覇
海上保安部長、吉本那覇警察署地域交通官をはじめ
那覇市消防局、那覇港管理事務所など多くの関係者
が参列し、三重城救難所の開設による地元ビーチの
水難救助体制の構築に期待を寄せていました。

■静岡地区水難救済会
◆U

ア ス パ ー

SPR掛川救難所
令和元年6月22日設立　所長以下11名
所在地　　静岡県掛川市国安2808－15
　　　　　掛川市大東Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫内

　掛川市は静岡県内の遠州灘の中心に近い場所、
この地は遠浅で豊富な波に恵まれ、一年を通して、
波を使ったマリンスポーツが盛んな場所です。全
国各地からサーファーやウインドサーファーが訪
れる場所であることから、事故も少なくないのが
現実となっています。
　このことから、波のある沿岸レスキューは必須
でこの地域の海の安全を守る仲間で集まりました。
USPRとはUnion of Shizuoka Pwc-Rescueの頭文
字をとり命名しました、日本語では静岡県水上オー
トバイレスキュー連合体、官民連携で水上オート
バイを用い海辺の安全に力を注ぎます。
　初期メンバーは前掛川南消防署長でサーファー
の土屋氏、掛川を中心とする消防職員、一般社団法
人ウォーターリスクマネジメント協会役員でプロ
ウインドサーファーの野口氏、シーバード掛川のメ
ンバー達、地元のコアな愛好家やショップが協力
しています。
　今後は、静岡県内の水上オートバイレスキュー
の中心として活動していきます。公務救難機関の
方々や近隣救難所と連携しフットワークの軽い救
難所として地域の安心安全の役に立てるように活
動していきます。

沖縄本島

石垣島西表島

波照間島 三重城救難所

波照間救難所
◎那覇市

（公社）琉球水難救済会

静岡県

USPR掛川救難所

静岡市◎

◎御前崎

熱海市◎

静岡地区水難救済会

伊豆地区水難救済会

三重城救難所の開所式に参加した救難所員等 新たに設置されたUSPR掛川救難所救難所員等（中央、土屋救難所長の左が松井三郎掛川市長）

波照間救難所の救難
所員等

USPR掛川救難所設立にあたり
挨拶をされる鵜澤静岡地区水
難救済会会長

USPR掛川救難所の開設（左から田中清水海上保安部長、土屋救難所長、
野口救助長、杉浦救助員、鵜澤静岡地区水難救済会会長、小岩井御前崎
海上保安署長）


